
健康プラザ健康プラザ健康プラザ
Healthy plaza

17

日 医　　科  歯 科（9：00～12：00）
                       　 ※最終受付11:30 薬　　局

7日（日）村岡外科クリニック（田中前）☎ 23-3990
金沢歯科医院（新町）
☎ 24-1155

にこにこ堂調剤薬局　　
（田中前）☎ 23-3110

11日（木・祝）

こまつ内科医院（田谷）☎ 29-6482
高校生以上（受付は 30 分前まで）
9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 16:00 菅野歯科医院（赤岩杉ノ沢）

☎ 22-2235
共創未来気仙沼中央薬局
（田谷）☎ 28-9061佐々木小児科医院（本郷）☎ 22-6811

小児科のみ（受付は 30 分前まで）
9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 16:30

14日（日）
市立本吉病院（本吉町津谷明戸）
☎ 42-2621・内科
9:00 ～ 11:00、13:30 ～ 15:00

条南歯科医院（田中前）
☎ 23-5570

本吉調剤薬局　　　　　
（本吉町津谷新明戸）
☎ 42-1088

21日（日）

鈴木医院（長磯原ノ沢）☎ 27-2315
受付 9:00 ～ 11:00、14:00 ～ 16:00 三 浦 齒科医院　　　　　

（本吉町津谷明戸）
☎ 42-2418

こさか調剤薬局　　　　
（南三陸町）☎ 47-2355

佐藤徹内科クリニック（南三陸町）
☎ 47-1175

はしかみ調剤薬局　　　
（長磯牧通）☎ 27-5939

23日（火・祝）おだか医院（田中前）☎ 22-3210 熊谷歯科医院（八日町）
☎ 23-2211 －

28日（日）
森田医院（八日町）☎ 22-6633・内科
9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 16:00

小松歯科医院（東八幡前）
☎ 23-5571

八日町調剤薬局（八日町）
☎ 21-1510

休日当番医・調剤薬局休日当番医・調剤薬局 　都合により変更になる場合もありますので、あ ら か じ め 実 施 医 療 機 関 に
お 問 い 合 わ せ の 上、受診願います。

まちの保健室まちの保健室

献血日程献血日程

日 時　間 場　所 内　　容

15日（月）10:00～15:00 イオン気仙沼店 保健師や看護師等による血圧測定・
健康相談

日 場　所 受付時間

３日（水）気仙沼市役所 10:30 ～ 12:00　13:00 ～ 16:30

４日（木）県気仙沼合同庁舎 13:30 ～ 16:00

７日（日）イオン気仙沼店 10:00 ～ 11:45　13:00 ～ 16:00

「お家でも簡単！介護予防体操講座」「お家でも簡単！介護予防体操講座」
    新型コロナの影響で外出や活動の機会が減り「運動不足が心配」と感じていませ
んか？動かない状態が続くと体力が衰え、心身の機能の低下に繋がりかねません。
この講座では、ご自宅でも簡単に取り組める介護予防体操を紹介・実践します！

実施日 時間 会場
３月１日（月）

14:00～15:30
（受付は13：30～）

 「燦さん館」（唐桑）
３月２日（火）  「いこい」（本吉）
３月３日（水）  「すこやか」（東新城）

■講師／伊藤 哲也氏 （柔道整復師・介護福祉士）
　南気仙沼接骨院院長
■対象／おおむね 65 歳以上の方
■定員／各会場 20 人（先着順）

を開催しますを開催します

■申 込 方 法／２月 25日（木）までに各会場 
    に電話で申し込みください。
■その他／飲み物を持参し、動きやすい服装 
    でお越しください（マスクの着用をお願いし
　ます）。「燦さん館」、「いこい」会場に参加す
　る方は上靴もお持ちください。
■問い合わせ先／
　「燦さん館」☎ 32-4811
　「いこい」☎ 25-7645
　「すこやか」☎ 21-1212

■日時・会場／

いとう　  てつや

　参加無料
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　市では、高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種の費用の一部を助成しています。
　接種は義務ではありませんが、令和２年度の対象者の方が助成を受けられるのは、３月 31 日（水）まで
となりますので、接種を希望する方は必ずこの期間に受けてください。
■助成期間／３月 31 日（水）実施分まで
■対象者／令和２年度に 65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳、100 歳になる方
※過去に高齢者肺炎球菌ワクチンを受けたことのある方は除く。
■自己負担額／ 4,500 円（生活保護世帯は無料）
■申込方法／事前に実施医療機関にお問い合わせください。ワクチンの在庫状況などに
　より、すぐに受けられない場合がありますので、お早めにお申し込みください。
※詳しくはお問い合わせください。
■問い合わせ先／健康増進課 健康予防係 ☎  21-1212

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種肺炎球菌ワクチン予防接種はお済みですか？

麻しん風しん（ＭＲ）２期予防接種の受け忘れはありませんか
　今年４月に小学校に入学されるお子さん（平成 26 年４月２日～平成 27 年４月１日生まれ）は、４月
１日以降は定期接種の対象外となり、接種料金が全額自己負担になります。
　昨年４月以降、まだ予防接種を受けていないお子さんは、至急接種を受けてください。

※予防接種は指定医療機関で実施しています。指定医療機関や不明な点については、お問い合わせください。

■問い合わせ先／健康増進課 健康予防係 ☎ 21-1212

ランデブーポイントを追加
　ドクターヘリのランデブーポイントとして、こ
れまで市内の学校の校庭など 33 カ所が登録され
ていますが、今回、次の２カ所が追加登録されま
した。
●唐桑運動場　●気仙沼高校第 2グラウンド

ランデブ―ポイントとは、
ドクターヘリと救急車の合
流地点（場外離着陸場）の
こと。

傷病者の救命率向上

　医師や看護師が搭乗したドクターヘリが、救
命効果をあげるためにできるだけ災害などの発
生現場から近い場所で救急車と合流します。
　ヘリコプターは小型であるため、公共施設の駐
車場や学校のグラウンドなどを臨時ランデブー
ポイントとして使用することで、救急現場付近
に着陸することができます。ドクターヘリに搭
乗した医療スタッフが、早い段階から治療を始
めることができるため、傷病者の救命率向上や
後遺症軽減などの効果が期待されています。

運航にご協力を

　離着陸する際に、一時的に騒音や風が発生す
る場合があります。安全な運航に努めますので、
ご理解とご協力をお願いします。
■問い合わせ先／健康増進課  ☎ 21-1212

適正受診にご協力ください
　国民健康保険制度の安定的な運営と医療費の節
約のため、医療機関の適正受診にご理解とご協力
をお願いします。

●重複受診はやめましょう
　同じ病気で複数の医療機関にかかると、その都
度初診料がかかり医療費が増加するだけでなく、
重複する検査や投薬による体への負担や副作用が
心配されます。

●休日や夜間の受診は控えましょう
　診療時間外の受診は、加算料金がかかり窓口負
担が高額になります。真に緊急を要する患者への
対応の遅れにもつながるため、やむを得ない場合
を除いては診療時間内に受診しましょう。

●かかりつけ医・かかりつけ薬局を持ち
　ましょう
　身近に相談できる「かかりつけ医」
を持つことで、体質や病歴に照らした
診療を受けられ、必要な場合は専門の
医療機関を紹介してもらうことができ
ます。また「かかりつけ薬局」を持つことで、服
薬歴が分かり、薬の重複やもらいすぎを防ぐこと
ができます。おくすり手帳は１人１冊にまとめま
しょう。
■問い合わせ先／保険年金課医療給付係
　☎ 22-6600　内線 376・377・389
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